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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和３年度第 2回（5月）理事会議事録 

日時：令和 3年 05月 26日 19：00～20：00  オンライン 

（出席）根本、太田、萩、加藤、草川、鈴木、葛原、松尾、橋川、稲垣、木村、内田、佐々木、赤塚、水谷勉、 

杜多、伊藤、柏（計 18名）委任 4名 

会長挨拶・報告事項 

○コロナ感染症の緊急事態宣言やまん延防止措置が発出されている中ではありますが、全国で 5月連休中に山岳遭

難死者 26人、県内においても昨日、竜ケ岳で転落の死亡事案が発生しました。先月、三重県警の岳友が加盟して

いますが、くれぐれも迷惑になることのないように、日ごろの登山にご注意いただきたい。 

○みえ国体本番まで 121日となりました。来月、国体の基準会議を開催しますが、2日目については各加盟団体より

百数十人の役員の方に参集いただき、研修会を行うことになっています。みなさん、お忙しいとは思いますが、秋の国体に

向けて準備していきたいのでよろしくお願いいたします。 

審議事項 

特になし。 

1. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。 

 

【遭難対策委員会】 

(報告) 

04/18 「春の安全登山と自然保護啓発活動」 

 【別紙】実施報告により報告。 

○5/5現在の県内の山岳遭難状況について 

 遭難件数 19件（昨年 15件）、遭難者数 25名（死者 1名、負傷者 10名、登山届提出 4名）。 

 鈴鹿山系 8件、他低山での発生件数増。  道迷い 12件、転倒 5件、滑落 4件。 

(予定) 

06/01 三重県山岳遭難防止対策連絡協議会開催 根本、草川出席 

○三重県山岳遭難防止講演会 ７月上旬 

○山の日啓発活動 8/7(土)-9(月)の何れか一日に開催予定。 

○秋の啓発活動 11/6(土)予定。 

 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告) 

 第 1回技術向上検討会 5月予定 コロナ情勢により中止。 

(予定) 
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○第 1回 技術向上検討会 （指導委員会＆遭難対策委員会） 7月 

○連盟会員向け研修 上記を基に研修会を開催 日時未定 

10/17(日) みえスポーツフェスティバル 2021山岳 （主管：東芝山岳会） 

 会場変更 松阪市飯南町 香肌イレブン・烏岳(545ｍ)周辺  詳細は次回理事会で連絡予定。 

10/22(金)-24(日)  令和３年度安全登山指導者研修会「東部地区」 三重開催（四日市少年自然の家周辺） 

 開催要項調整中。7月に国立登山研修所Web に公開。 

 

■自然保護委員会    

(報告) 

 なし 

(予定) 

07/10(土)-11(日) 森のホタル観察会及び自然観察山行 コロナの状況を鑑み、中止とします。 

 

 

【競技部】  

(報告) 

04/10-11 和歌山県予選 和歌山県みなべ町 審判・ｽｺｱﾗｰ派遣 

04/13 競技団体強化担当者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 津市プラザ洞津 強化担当者 3名 

05/01-02 令和３年度 東海スポーツクライミングコンペ リード：安八スカイウォール ボルダリング：AID PIT 

 【別紙】選考結果通知文書により、本年度の国体・三重県代表の報告・承認。 

○令和 2年度ブロック研修会 C級審判認定研修 県内で 2名合格 

(予定) 

05/29-30 第 9回リードユース日本選手権南砺大会 富山・桜ヶ池クライミングセンター 無観客 

 県内選手出場。審判・ｽｺｱﾗｰ派遣 

06/18-19 第 4回コンバインドジャパンカップ 岩手県盛岡 

7月よりスポーツクライミングジャパン・ツアー2021 各地 

07/17-18 国体東海ブロック大会 静岡・浜松で開催予定。 

 審判等派遣要請時には協力をお願いしたい 

 

 

【総務部】 

(報告) (予定) 

 特になし 

■財務 

(報告) 

 4月度の主な支出として、三重県スポーツ協会 加盟団体会費があった。 

○年会費、個人登録料納付について 

 納付期限は 5月末となっていますので、まだの団体は振込をお願いします。（4/20 に加盟団体連絡先まで

https://bit.ly/3fR65vI
https://www.jma-climbing.org/competition/2021/lyc/
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メール配信済み） 5/25現在で 10団体の納入確認済み。 

 

■事務・広報担当 

○令和 3年度の加盟団体登録会員届の提出について 

 未提出の団体は急ぎ提出ください。（4/20 に加盟団体連絡先までメール配信済み） 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

04/15 国体ネット配信打合 国体会場周辺 国体常任委員 

04/21 第５回競技運営担当者会議 津市 ﾒｯｾｳｨﾝｸﾞみえ 加藤・葛原 

04/17（R3第 1回）三重岳連国体常任委員会 鈴鹿高校 MC 

 輸送宿泊、役員配置、基準会議について、実施要項・日程について、他 

04/22 JMSCA国体委員会 Web 加藤・葛原・松尾 

05/19 JMSCA国体委員会 Web 

○菰野町実行委員会 

(予定) 

06/上旬（未定）（R3第 2回）三重岳連国体常任委員会 Web開催予定 

6/12(土)～6/13(日) 第 1回基準会議・役員研修会（各担当係別に午前又は午後開催） 

 明日(5/27)に要項、依頼文書等を各加盟団体の実行委員宛送付します。 

9/未定 第 2回基準会議・役員研修会・大会シミュレーション 

9/30(木)～10/3(日) 三重とこわか国体本番 

 

 

【高体連登山部】 

(報告) 

04/24(土) 春季大会 日帰り 鈴鹿自然の家から高畑山  6月の東海大会のシミュレーションを兼ねる 

(予定) 

05/29(土)-30(日) 三重県高校総体並びに全国高校総体・東海高校総体登山競技三重県予選 朝明周辺 

06/18(金)-20(日) 東海高校総体登山競技大会 高畑山・三子山・観音山 

 6/5-6、役員でシミュレーションの予定。 

 

2. 関係団体の報告・諸連絡 

①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

 （遭難対策委員会の項参照） 

②鈴鹿山系連絡協議会 
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三重県で開催。秋の啓発活動日(11/6)の午後を予定。 

③大杉谷登山センター 

 04/12-13 大杉谷登山道パトロール 大台ケ原ー大杉谷 大台山倶楽部 2名 

 04/19 大杉渓谷オープンセレモニー 大杉谷登山センター 加藤・大台山倶楽部 1名 

 04/19 大杉谷登山センター第１回理事会 大杉谷登山センター 加藤・大台山倶楽部 1名 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

⑤その他関係団体 

 

⑥日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 

 

3. 加盟団体より 

 特になし 

 

4. その他 

 特になし 

 

 

■ 6月度理事会  6/23（第４水曜）予定。 

  会場予約の関係で日程変更の場合あり。コロナ感染状況によっては、オンライン開催に変更。 

 ※各委員会の付議事項、加盟団体からの要望・報告等は 6月 20日までに送信してください。 
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加盟団体活動報告・予定 

松阪山岳会 

(報告)    

4/25 例会山行 牛草山（日向コース） コロナ中止 

5/9 例会山行 古ヶ丸山 コロナ中止 

5/23 例会山行 朝明～羽鳥峰～水晶岳  

(予定)    

6/6 例会山行 乗鞍岳  

6/26 山岳会研修会 森林公園  

 

津峠の会 

(報告) 

4/10 大文字山  5 名参加 

4/17 鶏冠山  雨天中止 

4/24 国見岳  7 名参加 

(計画)  

5/6  釈迦ケ岳  4 名参加予定 

5/15 養老山  4 名参加予定 

5/22 鎌ヶ岳  4 名参加予定 

5/29 ポンポン山  3 名参加予定 

6/5  長野氏城跡  5 名参加予定 

6/12 雨乞岳  3 名参加予定 

6/26 鶏冠山  4 名参加予定  

 

五目山岳会 

(報告)    

4/18 安全登山啓発活動 鈴鹿 竜ヶ岳(宇賀渓) 16 名参加 

4/18 一般登山 鈴鹿 水谷岳～千種街道 2 名参加 

4/18 一般登山 鈴鹿 ハライド 3 名参加 

4/21 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

4/21 一般登山 鈴鹿 菰野富士 4 名参加 

4/22 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 4 名参加 

4/22 一般登山 鈴鹿 那須ヶ原 2 名参加 

4/24 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 2 名参加 

4/24 一般登山 鈴鹿 サクラグチ 2 名参加 

4/25 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 8 名参加 

4/25 一般登山 鈴鹿 縦走 3 座 10 名参加 
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4/25 一般登山 鈴鹿 御在所岳 4 名参加 

4/25 一般登山 米原 上平寺城跡 4 名参加 

4/25 一般登山 比良 蓬莱山 3 名参加 

4/27 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

4/28 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 5 名参加 

4/29～5/4 一般登山 九州 開聞岳他 3 名参加 

4/30 一般登山 湖北 金糞山 2 名参加 

4/30～5/1 一般登山 四国 石槌山，剣山 2 名参加 

5/1 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 3 名参加 

5/1 一般登山 鈴鹿 根の平 6 名参加 

5/2 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2 名参加 

5/3 一般登山 尾鷲 オハイ 2 名参加 

5/3 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

5/3 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 3 名参加 

5/3 一般登山 鈴鹿 大池 3 名参加 

5/3～5/4 一般登山 台高 明神平 2 名参加 

5/4 一般登山 大台ヶ原 日出ヶ岳 2 名参加 

5/4 一般登山 鈴鹿 ハライド 2 名参加 

5/4 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 2 名参加 

5/6 一般登山 鈴鹿 茶野北尾根 3 名参加 

5/8 一般登山 鈴鹿 ツメカリ源流 3 名参加 

5/8 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

5/9 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 5 名参加 

5/9 一般登山 鈴鹿 三子山 4 名参加 

5/9 一般登山 鈴鹿 ハライド 2 名参加 

5/9 一般登山 養老 月見の森 2 名参加 

5/9 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 4 名参加 

5/9 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

5/10 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

5/12 一般登山 鈴鹿 ツメカリ源流 3 名参加 

5/12 一般登山 北ア 燕岳 3 名参加 

5/15 一般登山 東近江 天狗堂 2 名参加 

5/15 一般登山 湖北 横山岳 3 名参加 

5/15 一般登山 湖西 大御影山 3 名参加 

(予定)    

6/5～6 6 月度例会 一般登山 四国 剣山  

 

久居山岳会 
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(報告)    

5/2 三条山（例会山行） 大台町 参加者 5 名 

5/12 例会 立成公民館 参加者 14 名 

(予定)     

5/23 千石山（例会山行） 台高の山 参加者 14 名予定 

6/6 学能堂山（例会山行） 津市 参加者 11 名予定 

6/19 雨乞岳 鈴鹿山系 参加者 11 名予定 

 

山岳同好会やまびと 

(報告) 

04/24 国見岳 6 名参加 

04/25 鎌ヶ岳 11 名参加 

04/29 国見岳～鎌ヶ岳  雨天中止 

05/01 天狗堂 15 名参加 

05/08 竜ヶ岳～釈迦ヶ岳 12 名参加  

 

鈴鹿山岳会 

(報告) 

04/25 仙ヶ岳・南尾根 21 名参加 

※県のまん延防止等重点措置発出により、05/12 定例会及び 5 月中の会としての山行を中止。 

(予定) 

06/02 定例会 


